
カレンダーつくろう！
ATAM ACADEMY

エンジョイコース

2023 ねん４がつからはじまる、カレンダーをつくろう！
みなさんはカレンダーをみたりしますか？
１にちのよていをかくにんしたり、たのしみなイベントをかきこんだりと、
カレンダーはせいかつにひつようなアイテムです。
そんなカレンダーを「きせつ」や「それぞれのつきのとくちょう」をイラス
トやいろでひょうげんしてカレンダーのかんせいをめざそう！

【こんげつのかだい】
・きせつのぎょうじやアイテムをかんがえよう
・きせつにあった「いろ」をかんがえよう
・カレンダーの「テーマ」をきめよう
・カレンダーのかたちをかんがえよう
・カレンダーをつくろう！



ステップ 1
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エンジョイコースきせつのぎょうじやアイテムをかんがえよう

カレンダーにかかれているイラストはその「つき」の
ふんいきをかんじるものがおおいです。そのつきを「たのしむ」ために、
「つき」それぞれのぎょうじやアイテムをかんがえていこう。

ぎょうじ アイテム

１がつはおしょうがつ・２がつはバ
レンタインなど、かくつきのぎょう
じをおもいだそう。
ぎょうじは「くに」によってちがい
ます。さらに、おなじくにでもすん
でいるばしょによってかわります。
かぞくのイベントもありますね。
じぶんがワクワクするぎょうじをど
んどんメモしましょう。

ぎょうじにつかうアイテムがあ
ります。
おしょうがつだと、かがみもち
やおとしだまなど。
また、きせつをえんしゅつでき
るアイテムもあります。
はるならさくら、なつはひまわ
りなど。アイテムもどんどんメモ
しましょう。

れんそうゲームのよ
うにアイテムをかん
がえてみてね！
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エンジョイコースぎょうじとアイテムをメモしよう

４がつ

５がつ

６がつ

７がつ

８がつ

９がつ

イラストのアイデアにつながるか
もしれません。
おもいついたことはいろいろメモ
しておきましょう。

メモはもじ、イラストなど
きがるにかけるほうほうでオッ
ケーです！

おはなみ、さくら、さんしょくだんご

たんごのせっく、カブト、かしわもち

ちちのひ、あめ、さくらんぼ

うみのひ、ふね、スイカ

やまのひ、むしとり、せみ

じゅうごや、つき、つきみだんご



ステップ２
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エンジョイコースきせつにあった「いろ」をかんがえよう

どんな「いろ」できせつを つたえることができるか かんがえよう。
アイテムから、 けしきから、きせつかんのあるいろをさがしてみよう。

きせつをおもいだすいろ

「しき」をおもいだして、
どんなけしきやおんどか。
じぶんがたいけんしたことを
おもいだして、
「いろ」にかえてみよう！
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「おんど」をつたえるいろ

いろは、だんしょく（あたたかいいろ）・かんしょく（さむいいろ）・ちゅうかんしょく
（どちらでもないいろ）というグループにわけることができます。
あたたかさをかんじるいろ、さむさをかんじるいろと、ひとはいろをみるとれんそうゲー
ムのようにアイテムやけしきをおもいだし、おんどまでかんじとります。

きせつにあった「いろ」をかんがえよう

だんしょく
あたたかさをかんじるいろ
かんしょく
さむさ・つめたさを
かんじるいろ
ちゅうかんしょく
どちらでもないいろ

たいようのひかり

さくら

わかば

やま

そら

ゆき

だんしょく
あたたかさをかんじるいろ
かんしょく
さむさ・つめたさを
かんじるいろ
ちゅうかんしょく
どちらでもないいろ
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エンジョイコースきせつにあった「はいしょく（いろのあわせ）」をかんがえよう

ぎょうじからイメージするいろ

いろのイメージをもつ ぎょうじがあります。
そんないろをつかってきせつかんをだすことができます。
また、ぎょうじにつかうアイテムからいろをえらぶと、
いろだけで なんがつか つたえることもできます。

おなじあかいろでもあわせるいろをかえるとイメージするぎょうじがかわるよ

ふゆのぎょうじ
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エンジョイコース

例）はる

きせつを「はいしょく」でひょうげんしよう
メモした、ぎょうじやアイテムから「いろ」をれんそうして、
わくのなかにきせつのいろをぬりましょう。

さくらと、ふゆがおわってさきだした、はなやはっぱのいろを
イメージして「はいしょく」しました。

はるのなかでも「さくら」のイメージだけで
「はいしょく」することもできるよ。

ピンクからしろのやさしいいろだけをつかっているよ。

きせつをつたえる 「はいしょく」は、
みたふうけいや、たいけんしたぎょうじをおもいだして

いろをえらぶと まとめやすいです。



ステップ3
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エンジョイコースカレンダーの「テーマ」をきめよう

どんなイラストのカレンダーがあったらうれしいですか？
カレンダーをかざるところをそうぞうして、「テーマ」をきめよう。

すきな のりものをかきたい でんしゃとけしきのカレンダー

こんなカレンダーがうれしい テーマどんなふうに
かわいい？

のりもののしゅる
いは？

遊びの中身は？

かわいいがいっぱい うさぎのカレンダー

あそべるカレンダー げきムズ！まちがいさがし
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テーマ えがく ないよう　れい１

うさぎのカレンダー うさぎが それぞれのつきのすうじを
あらわしている

えがく ないよう　れい２

うさぎが それぞれのつきのぎょうじを
しているカレンダー

テーマをふかくかんがえよう

きめたテーマからイメージしてふんいきやかくことをかんがえよう

「テーマ」をきめたあとに ないようまでかんがえておくことで、
イメージしやすくなり、かくときにこまることをへらせます。
こまかくきめられるばあいは、かくつきのないようまでメモしておこう。



ステップ４
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エンジョイコースカレンダーのかたちをかんがえよう

かべにかける・つくえにおく・
スマホでみる・てちょうとしてもちあるく

どんなふうに つかうかかんがえて
かたちをきめましょう。

カレンダーのかたちはしかくのたてなが・よこながだけでなく
いろいろなかたちがあります。
どんなものがあるかしって、カレンダーのかたちやサイズをきめよう。

カレンダーのかたち

カレンダーのかたちはテンプレートをつかってもよいし、
すきなサイズでイメージを「しんきさくせい」してもいいよ！
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カレンダーには「１ページにかいてある つきのかず」にちがいがあります。

みやすい！をたいせつにするばあいは、ひとつき。
１ページで さきまでしりたいひとは、「ろっかげつ」や 「いちねん」
ワークシートに「１ページにひとつき」と「１ページにみつき」をじゅんびしているよ！
じぶんで、すきなサイズや つきのかずでつくってもオッケー！

１まいにひとつき １まいにふたつき １まいにろっかげつ １まいにいちねん

カレンダーのかたちをかんがえよう
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デジタルきき ようにつくるばあいは きかいのがめんサイズにあわせてつくります。
しゅるいによってちがうのできちんとしらべましょう。
ほかはつかうばしょをそうぞうしてしてサイズをかんがえます。

カレンダーのかたちをかんがえよう

カレンダーのサイズ

リビングでつかう ひろいへやにかざるから、
おおきめでみやすくする

かべかけA3タテ

１まいにふたつき

どこでつかう サイズみるひとや、つかうばしょ

１まいのかみに「なんかげつ」かく



ステップ５
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エンジョイコースカレンダーをつくろう！

かべかけA3タテ １まいにふたつき

ここまできめたことをもとに、カレンダーをつくっていこう。

ひづけはじぶんでかいてもいいよ！

ワークシートからえらぶか、
じぶんでしんきイメージをさくせいして
イラストをかいてね。

サイズ １まいのかみに「なんかげつ」かく
２０２３

atamacademy
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エンジョイコースカレンダーをつくろう！

えがくないよう

テーマ

どこで使う サイズ

うさぎのカレンダー

うさぎが それぞれのつきのすうじをあらわして
いる。はいけいは、きせつにあわせてかえる

リビングでつかう

ひろいへやにかざるから、
おおきめでみやすくする

かべかけA3タテ

１まいにふたつき
ぜんぶで６まいかく

みるひとや、つかうばしょ １まいのかみに「なんかげつ」かく

２０２３
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完成！完成！


